自動車用ヘッドランプ

Ultinon Pro5000 HL
LED ヘッドランプ用バルブ：H11 タイ
プ

5800K
明るさ

160％アップ

ドライバーボックス一体型

11362U50CWX2

明るい白色光がさらにレベルアップ
性能と耐久性の完璧な融合
最高品質の Lumileds LED は、昼の光のような 5800K の白色光ビームを特徴として
います。すべてを明るく、はっきりと照射し、対向車にまぶしい思いをさせることも
ありません。コンパクトなこのバルブを取り付けて、さらに快適なドライブ体験をお
楽しみください
優れた視認性
明るさ 160％アップ*
高い視認性を実現
白色光の明るさを体験
色温度 5800K がもたらす明瞭なホワイト光
性能が長期間持続
性能が最大 3,000 時間持続
コンパクトなデザインで装着性アップ
コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応
12V と 24V に適合し、幅広く使用可能
信頼できるフィリップスクオリティ
最高品質を追求するフィリップスの自動車用照明

自動車用ヘッドランプ

11362U50CWX2

特長

仕様

明るさ 160％アップ *
夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大き
く左右されます。ヘッドライトを LED にアップ
グレードして、車のスタイルを一新しましょう。
長距離の視認性が強化され夜間走行の安全性が高
まるとともに、短距離も明るく照射して他の道路
利用者や路上の危険物を特定しやすくなります。
フィリップス Ultinon Pro5000 LED 自動車用ヘ
ッドランプなら、視認性は最大で 160％ 改善され
ます*。この LED ヘッドランプの日光のような明
るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに
戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、
操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性
も高まります。暗闇をものともしないフィリップ
スの LED ヘッドランプは、より安心で確実な夜
間走行をお約束します。

5800K のキレのある白色光
最大 5800K を誇る色温度のフィリップス
Ultinon Pro5000 は、昼の光のような明るい白
色光を発します。視野がはっきりすることで、障
害物を見つけやすくなり、より安全な運転が可能
になります。最適な色温度により目の疲れや緊張
が軽減され、より快適で安全な夜間走行が実現し
ます。
高い耐久性
明るくスタイリッシュなヘッドライトが欲しいけ
れど、ランプがすぐに切れるようでは困るはず。
LED ライトは発熱するため、熱を管理する必要が
あります。フィリップス AirBoost テクノロジー
は高度な冷却システムであり、ライトの重要コン
ポーネントを熱から守ります。耐熱性を強化して
いるためフィリップス Ultinon LED は現在市販

されている同等製品よりも耐久性が高く、フィリ
ップス Ultinon Pro5000 は最大 3,000 時間の使
用が可能です。
コンパクトなオールインワンのデザイン
フィリップス Ultinon Pro5000 LED は、ヘッド
ランプユニット内に占めるスペースを最小限に抑
えた最新の設計です。一体型設計と統合された電
子機器により、取り付けも容易になりました。幅
広い車種に適合し、ご自身で、あるいはプロのメ
カニックによって簡単に取り付け可能です。
高い視認性を実現
ビームパターンは明るさと同じくらい重要です。
均一で正確なビームパターンにより、高い視認性
と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon
Pro5000 バルブは、LED チップを完璧な位置に
配置しており、ドライバーは対向車にまぶしい思
いをさせることなく路面の必要な部分だけを照射
できます。

12V - 24V で幅広く使用可能
フィリップス Ultinon Pro5000 は 12V と 24V

パッケージデータ

JANCODE : 8719018007643
E AN3: 8719018007650
パッケージ種類: X 2
製品仕様
光源: LED
アプリケーション: ハイビーム, ロービーム
シリーズ名: Ultinon Pro5000
バルブタイプ: LED ヘッドランプ用バルブ：H 11
タイプ
ECE 認証: 未取得
名称: LED H 11 11362 U50CW X 2
ベース: PGJ19-2
技術的仕様: AirBoost 、SafeBeam テクノロジー
電源仕様
ワット数: 15 W
対応電圧: 13.2 V
セールスポイント
期待される効果: 明るさアップ
製品特長: 自動車グレードの LED

の電気系統に適合し、主要車種に対応します。
最高品質の照明
100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、
先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ていま
す。「フィリップス自動車グレード品質」製品
は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発
されており、一貫して高い製造基準を維持してい
ます。フィリップスのランプが大手自動車メーカ
ーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だか
らです。フィリップスが誇る先進の LED 照明シ
ステムで、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみ
ください。

光の特性
色温度: 5800K
ルーメン: 1100
注文情報
品番: 11362 U50CWX 2
注文コード: 764331
外装箱情報
高さ: 15 cm
長さ: 27 cm
1 箱あたりの本体重量: 1800
幅: 17 cm
1 箱あたりの総重量: 1.4 kg

g

梱包製品情報
1 箱あたりの総重量: 206 g
高さ: 16 cm
長さ: 11 cm
1 箱あたりの本体重量: 53 g
幅: 5 cm
MOQ（法人向け最低発注数量）:
発注単位: 2 個
寿命
寿命:

6 パック

3000 時間

* ハロゲンバルブの法定最低基準との比較。
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